
弘前大学

多文化リソースルーム　書籍リスト

通し番号 タイトル 著者 出版社

多Ⅰ1①～③
JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ドリル（英

語版）

樋口万喜子/日本語・教科学習支援

ネット
ココ出版

多Ⅰ2①～③ JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ドリル
樋口万喜子/中学・高校生の日本語

支援を考える会
ココ出版

多Ⅰ3①～③
JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ドリル（ス

ペイン語版）

樋口万喜子/中学・高校生の日本語

支援を考える会
ココ出版

多Ⅰ4①～③ 進学を目指す人のための教科につなげる学習語彙6000語 樋口万喜子/古屋恵子 ココ出版

多Ⅰ5①～③
中学生のにほんご 学校生活編 -外国につながりのある生徒のための

日本語ー
庵 功雄/志村 ゆかり スリーエーネットワーク

多Ⅰ6①～③
中学生のにほんご 社会生活編 -外国につながりのある生徒のための

日本語ー
庵 功雄/志村 ゆかり スリーエーネットワーク

多Ⅰ7①～③ 外国人生徒のための教科につなげる日本語 基礎編 有本 昌代 スリーエーネットワーク

多Ⅰ8①～③ こどものにほんご（1） 子どもの日本語研究会/西原鈴子 スリーエーネットワーク

多Ⅰ9①～③ こどものにほんご（1）れんしゅうちょう
ひょうご日本語教師連絡会議子ども

の日本語
スリーエーネットワーク

多Ⅰ10①～③ こどものにほんご絵カード（1） 子どもの日本語研究会 スリーエーネットワーク

多Ⅰ11①～③ こどものにほんご（2） 子どもの日本語研究会/西原鈴子 スリーエーネットワーク

多Ⅰ12①～③ こどものにほんご（2）れんしゅうちょう
ひょうご日本語教師連絡会議子ども

の日本語
スリーエーネットワーク

多Ⅰ13①～③ こどものにほんご絵カード（2） 子どもの日本語研究会 スリーエーネットワーク

多Ⅰ14①～③ おひさま［はじめのいっぽ］ 山本絵美/上野淳子 くろしお出版

多Ⅰ15①～③ にほんごをまなぼう 文部省 ぎょうせい

多Ⅰ16①～③ 日本語を学ぼう（2） 文部省 ぎょうせい

多Ⅰ17①～③ 絵でわかるかんたんかんじ80 武蔵野市帰国・外国人教育相談室 スリーエーネットワーク

多Ⅰ18①～③ 絵でわかるかんたんかんじ160 武蔵野市帰国・外国人教育相談室 スリーエーネットワーク

－1－



弘前大学

多文化リソースルーム　書籍リスト

多Ⅰ19①～③ 絵でわかるかんたんかんじ200 武蔵野市帰国・外国人教育相談室 スリーエーネットワーク

多Ⅰ20①～③ 日本語学級（1） 大蔵守久 凡人社

多Ⅰ21①～③ 日本語学級（2） 大蔵守久 凡人社

多Ⅰ24①～③ 日本語コミュニケーションゲーム80改訂新版 CAGの会 ジャパンタイムズ

多Ⅰ25①～③ かんじだいすき　国語・算数編 国際日本語普及協会/関口明子 国際日本語普及協会

多Ⅰ26①～③ かんじだいすき　社会・理科編 国際日本語普及協会/関口明子 国際日本語普及協会

多Ⅰ27①～③ かんじだいすき練習帳　社会・理科編 国際日本語普及協会/関口明子 国際日本語普及協会

多Ⅰ28①～③ ようこそ！さくら小学校へ～みんな なかまだ～　DVD AJALT AJALT

多Ⅰ29①～③ 日本語コミュニケーションゲーム80補充用カードセット改訂新版 CAGの会 ジャパンタイムズ

多Ⅰ30①～③ こどもにほんごじてん 江川ビン成 講談社

多Ⅰ31①～③ くもんのことば絵じてん改訂新版 公文公 くもん出版

多Ⅰ32①～③ 言語訓練カード第１集　名詞・動詞150絵カード 葛西ことばのテーブル
葛西ことばのテーブル

（凡人社）

多Ⅰ33①～③ 言語訓練カード第2集　構文訓練カード 葛西ことばのテーブル
葛西ことばのテーブル

（凡人社）

多Ⅰ34①～③ 言語訓練カード第3集　漢字訓練カード 葛西ことばのテーブル
葛西ことばのテーブル

（凡人社）

多Ⅰ35①～③ 言語訓練カード第4集　名詞・ひらがな学習カード：清音編 葛西ことばのテーブル
葛西ことばのテーブル

（凡人社）

多Ⅰ36①～③ マーク標識カード（1集）第2版 くもん出版

多Ⅰ37①～③ マーク標識カード（2集）第2版 くもん出版

多Ⅰ38①～③ 書きかたカード（ひらがな） くもん出版

多Ⅰ39①～③ くだものやさいカード（1集）第2版 飯塚宗夫 くもん出版

多Ⅰ40①～③ たべものカード第2版 高橋敦子（調理学） くもん出版

多Ⅰ41①～③ お店カード第2版 くもん出版

多Ⅰ42①～③ 動物カード 成島悦雄 くもん出版
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多Ⅰ43①～③ しりとりカード１ こぐま会

多Ⅰ44①～③ しりとりカード2 こぐま会

多Ⅰ45①～③ きおくカード こぐま会

多Ⅰ46①～③ 新にほんご〈あいうえお〉 にほんご〈あいうえお〉をつくる会 アルク（千代田区）

多Ⅰ47①～③ みんなの日本語初級1 第2版 本冊 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

多Ⅰ48①～③ みんなの日本語（初級　1　教え方の手引き）第2版 スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

多Ⅰ49①～③ みんなの日本語初級1 第2版 書いて覚える文型練習帳 平井悦子/三輪さち子 スリーエーネットワーク

多Ⅰ50①～③ みんなの日本語初級1 第2版 漢字練習帳 東京国際日本語学院 スリーエーネットワーク

多Ⅰ51①～③ みんなの日本語初級1 第2版 導入・練習イラスト集 飯島ひとみ/芝薫 スリーエーネットワーク

多Ⅰ52①～③ みんなの日本語初級1 第2版 絵教材CD-ROMブック スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

多Ⅰ53 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル0　vol．1） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ54 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル0　vol．2） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ55 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル0　vol．3） 多言語多読 アスク出版

多Ⅰ56 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル1　vol．1） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ57 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル1　vol．2） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ58 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル1　vol．3） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ59 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル2　vol．1） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ60 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル2　vol．2） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ61 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル2　vol．3） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ62 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル3　vol．1） 多言語多読 アスク出版

多Ⅰ63 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル3　vol．2） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ64 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル3　vol．3） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ65 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル4　vol．1） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ66 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル4　vol．2） 日本語多読研究会 アスク出版

多Ⅰ67 レベル別日本語多読ライブラリー（レベル4　vol．3） 多言語多読 アスク出版
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多Ⅰ68 日本語教師のための多読授業入門 粟野真紀子/川本かず子 アスク出版

多Ⅰ69①～③ かんじだいすき１

多Ⅰ70①～③ かんじだいすき2

多Ⅰ71①～③ かんじだいすき3

多Ⅰ72①～③ かんじだいすき4

多Ⅰ73①～③ かんじだいすき5

多Ⅰ74①～③ かんじだいすき6

多Ⅰ75①～③ かんじだいすき　1　漢字・絵カード

多Ⅰ76①～③ かんじだいすき　2　漢字・絵カード

多Ⅰ77①～③ かんじだいすき　3　漢字・絵カード

多Ⅰ78①～③ かんじだいすき　4　漢字・絵カード

多Ⅰ79①～③ かんじだいすき　5　漢字・絵カード

多Ⅰ80①～③ かんじだいすき　6　漢字・絵カード

多Ⅰ81 テスト前にまとめるノート中学歴史 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ82 中1数学 学研プラス 学研プラス

多Ⅰ83 テスト前にまとめるノート中1理科 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ84 テスト前にまとめるノート中学地理 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ85 テスト前にまとめるノート中1英語 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ86 テスト前にまとめるノート中2英語 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ87 テスト前にまとめるノート中2理科 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ88 テスト前にまとめるノート中学国語文法・古典 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ89 中2数学 学研プラス 学研プラス

多Ⅰ90 テスト前にまとめるノート中学公民 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ91 中3英語をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版/山田暢彦 学研教育出版

多Ⅰ92 中1数学をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版/永見利幸 学研教育出版

多Ⅰ93 中3数学をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版/永見利幸 学研教育出版
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多Ⅰ94 中1理科をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版/石田敦 学研教育出版

多Ⅰ95 中3理科をひとつひとつわかりやすく。 石田敦/木下浩 学研プラス

多Ⅰ96 中学公民をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研プラス

多Ⅰ97 中学音楽をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ98 中学美術をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版　編 学研教育出版

多Ⅰ99 中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ100 中学技術・家庭をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ101 中学英単語をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版/山田暢彦 学研教育出版

多Ⅰ102 中学社会科用語をひとつひとつわかりやすく。改訂版 学研プラス 学研プラス

多Ⅰ103 中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ104 中学国語の基礎知識をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 学研教育出版

多Ⅰ105 中学理科用語をひとつひとつわかりやすく。改訂版 学研プラス 学研プラス

多Ⅰ106 とってもやさしい英語（中学2年）〔新装版〕 旺文社

多Ⅰ107 とってもやさしい英語（中学3年）〔新装版〕 旺文社

多Ⅰ108 とってもやさしい数学（中学1年）〔新装改訂版〕 佐藤寿之 旺文社

多Ⅰ109 とってもやさしい数学（中学2年）〔新装改訂版〕 佐藤寿之 旺文社

多Ⅰ110 とってもやさしい数学（中学3年）〔新装改訂版〕 佐藤寿之 旺文社

多Ⅰ111 とってもやさしい国語〔新装版〕 清見克明 旺文社

多Ⅰ112 とってもやさしい理科（中学1年）〔新装版〕 稲葉雅彦 旺文社

多Ⅰ113 とってもやさしい理科（中学2年）〔新装版〕 稲葉雅彦 旺文社

多Ⅰ114 とってもやさしい理科（中学3年）〔新装版〕 稲葉雅彦 旺文社

多Ⅰ115 とってもやさしい社会（中学地理）〔新装版〕 遠山松雄 旺文社

多Ⅰ116 とってもやさしい社会（中学歴史）〔新装版〕 遠山松雄 旺文社

多Ⅰ117 とってもやさしい社会（中学公民）〔新装版〕 遠山松雄 旺文社

多Ⅰ118 わからないをわかるにかえる中学国語1～3改訂版 文理

多Ⅰ119 わからないをわかるにかえる中学国語文章読解1～3年 文理
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多Ⅰ120 わからないをわかるにかえる中1数学改訂版 文理

多Ⅰ121 わからないをわかるにかえる中2数学改訂版 文理

多Ⅰ122 わからないをわかるにかえる中3数学改訂版 文理

多Ⅰ123 わからないをわかるにかえる中1英語改訂版 文理

多Ⅰ124 わからないをわかるにかえる中2英語 文理

多Ⅰ125 わからないをわかるにかえる中3英語 文理

多Ⅰ126 わからないをわかるにかえる中1理科改訂版 文理

多Ⅰ127 わからないをわかるにかえる中2理科 文理

多Ⅰ128 わからないをわかるにかえる中3理科改訂版 文理

多Ⅰ129 わからないをわかるにかえる中学地理 文理

多Ⅰ130 わからないをわかるにかえる中学歴史 文理

多Ⅰ131 わからないをわかるにかえる中学公民 文理

多Ⅰ132 ひとつずつすこしずつホントにわかる中3理科 新興出版社啓林館

多Ⅰ133 ひとつずつすこしずつホントにわかる中3英語 新興出版社啓林館

多Ⅰ134 ひとつずつすこしずつホントにわかる中3数学 新興出版社啓林館

多Ⅰ135 ひとつずつすこしずつホントにわかる中2英語 新興出版社啓林館

多Ⅰ136 ひとつずつすこしずつホントにわかる中2理科 新興出版社啓林館

多Ⅰ137 ひとつずつすこしずつホントにわかる中2数学 新興出版社啓林館

多Ⅰ138 ひとつずつすこしずつホントにわかる中1英語 新興出版社啓林館

多Ⅰ139 ひとつずつすこしずつホントにわかる中1理科 新興出版社啓林館

多Ⅰ140 ひとつずつすこしずつホントにわかる中1数学 新興出版社啓林館

多Ⅰ141 ひとつずつすこしずつホントにわかる中1からの国語文章読解 新興出版社啓林館

多Ⅰ142 ひとつずつすこしずつホントにわかる中学歴史 新興出版社啓林館

多Ⅰ143 ひとつずつすこしずつホントにわかる中学地理 新興出版社啓林館

多Ⅰ144 自分でつくれるまとめノート中1英語 旺文社 旺文社

多Ⅰ145 自分でつくれるまとめノート中2英語 旺文社 旺文社
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多Ⅰ146 自分でつくれるまとめノート中1数学 旺文社 旺文社

多Ⅰ147 自分でつくれるまとめノート中2数学 旺文社 旺文社

多Ⅰ148 自分でつくれるまとめノート中学国語 旺文社 旺文社

多Ⅰ149 自分でつくれるまとめノート中1理科 旺文社 旺文社

多Ⅰ150 自分でつくれるまとめノート中2理科 旺文社 旺文社

多Ⅰ151 自分でつくれるまとめノート中学地理 旺文社 旺文社

多Ⅰ152 自分でつくれるまとめノート中学歴史 旺文社 旺文社

多Ⅰ153 自分でつくれるまとめノート中学公民 旺文社 旺文社

多Ⅱ1①～③ 外国人児童生徒受入れの手引【改訂版】
文部科学省総合教育政策局男女共同

参画共生社会学習・安全課
明石書店

多Ⅱ2 外国人の子ども白書 宮島喬/荒牧重人 明石書店

多Ⅱ3 学校と子ども、保護者をめぐる　多文化・多様性理解ハンドブック 松永 典子/施 光恒 金木犀舎

多Ⅱ4 多文化社会で多様性を考えるワークブック 有田 佳代子/志賀 玲子 研究社

多Ⅱ5 日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション 高嶋幸太 学事出版

多Ⅱ6 新　多文化共生の学校づくり 山脇　啓造/服部　信雄 明石書店

多Ⅱ7 外国人児童生徒の学びを創る授業実践 齋藤ひろみ/池上摩希子 くろしお出版

多Ⅱ8 多文化社会に生きる子どもの教育 佐藤　郡衛 明石書店

多Ⅱ9
ことばが通じなくても大丈夫! 学級担任のための外国人児童生徒サ

ポートマニュアル
臼井 智美 明治図書出版

多Ⅱ10 外国人・特別支援 児童・生徒を教えるためのリライト教材 光元 聰江 ふくろう出版

多Ⅱ11 外国人児童生徒のための社会科教育 南浦涼介 明石書店

多Ⅱ12 児童・生徒のための日本語わいわい活動集 国際交流基金日本語国際センター スリーエーネットワーク

多Ⅱ13 「ガイジン」生徒がやって来た
高橋正夫（１９３８-）/シャロン・

Ｓ．バイパエ
大修館書店

多Ⅱ14 外国人の子どもの教育 宮島喬 東京大学出版会
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多Ⅱ15 外国につながる子どもと無国籍 石井　香世子/小豆澤　史絵 明石書店

多Ⅱ16 「発達障害」とされる外国人の子どもたち 金　春喜 明石書店

多Ⅱ17 外国につながる子どもたちと教育
明治学院大学教養教育センター/社

会学部
かんよう出版

多Ⅱ18 外国人の就学と不就学 小島祥美 大阪大学出版会

多Ⅱ19 国際理解教育ハンドブック 日本国際理解教育学会 明石書店

多Ⅱ20 となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社

多Ⅱ21 イエス！となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社

多Ⅱ22 モット！となりの席は外国人 あらた真琴 ぶんか社

多Ⅱ23 外国人だらけの小学校はツッコミの毎日でした。 あらた真琴 ぶんか社

多Ⅱ24 まんがクラスメイトは外国人　入門編
「外国につながる子どもたちの物

語」編集委/みなみななみ
明石書店

多Ⅱ25 まんが　クラスメイトは外国人　課題編
「外国につながる子どもたちの物

語」編集委員会/みなみ　ななみ
明石書店

多Ⅱ26 まんがクラスメイトは外国人
「外国につながる子どもたちの物

語」編集委/みなみななみ
明石書店

多Ⅱ27 まんが　アフリカ少年が日本で育った結果 星野ルネ 毎日新聞出版

多Ⅱ28 まんがで知る教師の学び これからの学校教育を担うために 前田康裕 さくら社

多Ⅱ29 まんがで知る教師の学び 2―アクティブ・ラーニングとは何か 前田康裕 さくら社

多Ⅱ30 まんがで知る教師の学び 3―学校と社会の幸福論 前田康裕 さくら社

多Ⅱ31 まんがで知る未来への学び―これからの社会をつくる学習者たち 前田康裕 さくら社

多Ⅱ32 まんがで知る未来への学び２ (教師も変革を起こす時代) 前田康裕 さくら社

多Ⅱ33 外国人児童生徒のための支援ガイドブック 齋藤ひろみ/今澤悌 凡人社

多Ⅱ34 学習力を育てる日本語　教案集
とよなかJSL/田中薫（日本語教

育）
くろしお出版

多Ⅱ35 学習力を育てる日本語指導 田中薫（日本語教育） くろしお出版
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多Ⅱ36 「ことばとおぼえる　ひらがなワーク」絵カード 愛知教育大学

多Ⅱ37 ことばとおぼえる　ひらがなワーク 愛知教育大学

多Ⅱ38 ことばとおぼえる　かたかなワーク 愛知教育大学

多Ⅱ39 ことばをふやす　漢字ワーク 愛知教育大学

多Ⅱ40 たのしくおぼえる　ことばワーク 愛知教育大学

多Ⅱ41 ことばとまなぶ　算数文章題《２年生》 愛知教育大学

多Ⅱ42 ことばとまなぶ　算数文章題《3年生》 愛知教育大学

多Ⅱ43
でら役立つ　私たちのアイデアー外国人児童生徒支援ボランティア

学生の活動報告集ー
愛知教育大学

多Ⅱ44
外国にルーツをもつ子どもたちのための　ことばをふやす　もじに

したしむ　保育園・幼稚園でできる活動集

愛知教育大学　外国人児

童生徒支援リソースルー

ム

多Ⅱ45 外国人児童のための小学校社会科教材（小学校6年生　歴史教材）

愛知教育大学　外国人児

童生徒支援リソースルー

ム

多Ⅱ46 異文化理解ハンドブック　ー日本・ブラジルー 愛知教育大学

多Ⅱ47 幼稚園・保育園ガイドブック～英語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ48 幼稚園・保育園ガイドブック～中国語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ49 幼稚園・保育園ガイドブック～スペイン語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ50 幼稚園・保育園ガイドブック～ベトナム語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ51 幼稚園・保育園ガイドブック～タガログ語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ52 幼稚園・保育園ガイドブック～ポルトガル語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ53 小学校ガイドブック～英語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ54 小学校ガイドブック～中国語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ55 小学校ガイドブック～スペイン語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ55 小学校ガイドブック～ベトナム語版～ 愛知教育大学
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多Ⅱ56 小学校ガイドブック～タガログ語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ57 小学校ガイドブック～ポルトガル語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ58 中学校ガイドブック～英語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ59 中学校ガイドブック～中国語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ60 中学校ガイドブック～スペイン語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ61 中学校ガイドブック～タガログ語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ62 中学校ガイドブック～ポルトガル語版～ 愛知教育大学

多Ⅱ63 教員必携　外国につながる子どもの教育　Q＆A・翻訳資料
宇都宮大学HANDSプロ

ジェクト

多Ⅱ64 教員必携　続外国につながる子どもの教育
宇都宮大学HANDSプロ

ジェクト

多Ⅱ65 教員必携　外国につながる子どもの教育3
宇都宮大学HANDSプロ

ジェクト

多Ⅲ1 光村　こくご　一上 光村図書

多Ⅲ2 光村　こくご　二上 光村図書

多Ⅲ3 光村　国語　三上 光村図書

多Ⅲ4 光村　国語　四上 光村図書

多Ⅲ5 光村　国語　五 光村図書

多Ⅲ6 光村　国語　六 光村図書

多Ⅲ7 光村　しょしゃ　一ねん 光村図書

多Ⅲ8 光村　書写　二年 光村図書

多Ⅲ9 光村　書写　三年 光村図書

多Ⅲ10 光村　書写　四年 光村図書

多Ⅲ11 光村　書写　五年 光村図書

多Ⅲ12 光村　書写　六年 光村図書

多Ⅲ13 東書　新しい社会　3 東京書籍
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多Ⅲ14 東書　新しい社会　5上 東京書籍

多Ⅲ15 東書　新しい社会　6　政治・国際編 東京書籍

多Ⅲ16 東書　新しい社会　6　歴史編 東京書籍

多Ⅲ17 帝国　楽しく学ぶ　小学生の地図帳　3・4・5・6年 帝国書院

多Ⅲ18 啓林館　わくわく　さんすう　1 啓林館

多Ⅲ19 啓林館　わくわく　算数　2上 啓林館

多Ⅲ20 啓林館　わくわく　算数　3上 啓林館

多Ⅲ21 啓林館　わくわく　算数　4上 啓林館

多Ⅲ22 啓林館　わくわく　算数　5 啓林館

多Ⅲ23 啓林館　わくわく　算数　6 啓林館

多Ⅲ24 学図　みんなとまなぶ　小学校　理科　3年 学習図書

多Ⅲ25 学図　みんなとまなぶ　小学校　理科　4年 学習図書

多Ⅲ26 学図　みんなとまなぶ　小学校　理科　5年 学習図書

多Ⅲ27 学図　みんなとまなぶ　小学校　理科　6年 学習図書

多Ⅲ28 大日本　たのしいせいかつ　上 大日本図書

多Ⅲ29 教芸　小学生のおんがく　1 教育芸術社

多Ⅲ30 教芸　小学生の音楽　2 教育芸術社

多Ⅲ31 教芸　小学生の音楽　3 教育芸術社

多Ⅲ32 教芸　小学生の音楽　4 教育芸術社

多Ⅲ33 教芸　小学生の音楽　5 教育芸術社

多Ⅲ34 教芸　小学生の音楽　6 教育芸術社

多Ⅲ35 日文　ずがこうさく　1・2上 日本文教出版

多Ⅲ36 日文　図画工作　3・4上 日本文教出版

多Ⅲ37 日文　図画工作　5・6上 日本文教出版

多Ⅲ38 開隆堂　わたしたちの家庭科　5・6 開隆堂

多Ⅲ39 光文　小学ほけん　3・4年 光文社
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多Ⅲ40 光文　小学保健　5・6年 光文社

多Ⅲ41 学図　JUNIOR TOTAL ENGLISH 1 学習図書

多Ⅲ42 学図　JUNIOR TOTAL ENGLISH 2 学習図書

多Ⅲ43 日文　しょうがくどうとく　いきるちから　1 日本文教出版

多Ⅲ44 日文　しょうがくどうとく　いきるちから　1 どうとくノート 日本文教出版

多Ⅲ45 日文　小学どうとく　生きる力　2 日本文教出版

多Ⅲ46 日文　小学どうとく　生きる力　2 どうとくノート 日本文教出版

多Ⅲ47 日文　小学どうとく　生きる力　3 日本文教出版

多Ⅲ48 日文　小学どうとく　生きる力　3 どうとくノート 日本文教出版

多Ⅲ49 日文　小学道徳　生きる力　4 日本文教出版

多Ⅲ50 日文　小学道徳　生きる力　4　道徳ノート 日本文教出版

多Ⅲ51 日文　小学道徳　生きる力　5 日本文教出版

多Ⅲ52 日文　小学道徳　生きる力　5 道徳ノート 日本文教出版

多Ⅲ53 日文　小学道徳　生きる力　6 日本文教出版

多Ⅲ54 日文　小学道徳　生きる力　6 道徳ノート 日本文教出版

多Ⅲ55 光村　こくご　一下 光村図書

多Ⅲ56 光村　こくご　二下 光村図書

多Ⅲ57 光村　こくご　三下 光村図書

多Ⅲ58 光村　こくご　四下 光村図書

多Ⅲ59 東書　新しい社会　5上 東京書籍

多Ⅲ60 啓林館　わくわく　算数　2下 啓林館

多Ⅲ61 啓林館　わくわく　算数　3下 啓林館

多Ⅲ62 啓林館　わくわく　算数　4下 啓林館

多Ⅲ63 大日本　たのしいせいかつ　下 大日本図書

多Ⅲ64 日文　ずがこうさく　1・2下 日本文教出版

多Ⅲ65 日文　図画工作　3・4下 日本文教出版
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多Ⅲ66 日文　図画工作　5・6下 日本文教出版
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